
1 10:15～10:30 Ｂａｔｔｅｒｙ 一般Ａﾘｰｸﾞ-１ ＮＤＣベックマン 三日ハリケーン 小Ａﾘｰｸﾞ-１ 国領フェニックス 大乱闘中 小Ｂﾘｰｸﾞ-１ 国領サンダー

2 10:30～10:45 Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ａ 中高Ａﾘｰｸﾞ-１ 香港 黃棣珊紀念中學 ウエストシックス 小Ｃﾘｰｸﾞ-１ 国領破壊神 大乱闘中Ⅱ 小Ｄﾘｰｸﾞ-１ Ｍ．Ｄ．Ｃ

3 10:45～11:00 Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ｂ 中高Ｂﾘｰｸﾞ-１ ウエストセブン 尾久西ビィクティニーズ 小Ａﾘｰｸﾞ-２ 麹町ファイアーズ ＮＤＣそげキング 小Ｂﾘｰｸﾞ-２ 番町小　海

4 11:00～11:15 Ｔ Ｔ Ｖ 一般Ａﾘｰｸﾞ-２ 香港代表隊 ＨＫＤＡ サンダース 小Ｃﾘｰｸﾞ-２ 番町小　空 ＮＤＣ戦桃丸 小Ｄﾘｰｸﾞ-２ 柏野アクセルアローズ

5 11:15～11:30 Ｍ．Ｄ．Ｃ 一般Ｂﾘｰｸﾞ-１ つっちＢＥＥ！！ 三日ハリケーン 小Ａﾘｰｸﾞ-３ 尾久西ビィクティニーズ 大乱闘中 小Ｂﾘｰｸﾞ-３ ＮＤＣそげキング

6 11:30～11:45 香港 黃棣珊紀念中學 中高Ａﾘｰｸﾞ-２ 東京選抜チーム ウエストシックス 小Ｃﾘｰｸﾞ-３ サンダース 大乱闘中Ⅱ 小Ｄﾘｰｸﾞ-３ ＮＤＣ戦桃丸

7 11:45～12:00 ウエストセブン 中高Ｂﾘｰｸﾞ-２ ｔｅａ Ｂａｔｔｅｒｙ 一般Ａﾘｰｸﾞ-３ Ｔ Ｔ Ｖ ＮＤＣベックマン 一般Ａﾘｰｸﾞ-４ 香港代表隊 ＨＫＤＡ

8 12:00～12:15 Ｍ．Ｄ．Ｃ 一般Ｂﾘｰｸﾞ-２ 田園調布学園大学 国領フェニックス 小Ａﾘｰｸﾞ-４ 麹町ファイアーズ 国領サンダー 小Ｂﾘｰｸﾞ-４ 番町小　海

9 12:15～12:30 Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ａ 中高Ａﾘｰｸﾞ-３ 東京選抜チーム 国領破壊神 小Ｃﾘｰｸﾞ-４ 番町小　空 Ｍ．Ｄ．Ｃ 小Ｄﾘｰｸﾞ-４ 柏野アクセルアローズ

10 12:30～12:45 Ｂａｔｔｅｒｙ 一般Ａﾘｰｸﾞ-５ 香港代表隊ＨＫＤＡ 三日ハリケーン 小Ａﾘｰｸﾞ-５ 麹町ファイアーズ 大乱闘中 小Ｂﾘｰｸﾞ-５ 番町小　海

11 12:45～13:00 ｔｅａ 中高Ｂﾘｰｸﾞ-３ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ｂ ウエストシックス 小Ｃﾘｰｸﾞ-５ 番町小　空 大乱闘中Ⅱ 小Ｄﾘｰｸﾞ-５ 柏野アクセルアローズ

12 13:00～13:15 田園調布学園大学 一般Ｂﾘｰｸﾞ-３ つっちＢＥＥ！！ 国領フェニックス 小Ａﾘｰｸﾞ-６ 尾久西ビィクティニーズ 国領サンダー 小Ｂﾘｰｸﾞ-６ ＮＤＣそげキング

13 13:15～13:30 ＮＤＣベックマン 一般Ａﾘｰｸﾞ-６ Ｔ Ｔ Ｖ 国領破壊神 小Ｃﾘｰｸﾞ-６ サンダース Ｍ．Ｄ．Ｃ 小Ｄﾘｰｸﾞ-６ ＮＤＣ戦桃丸

香港 黃棣珊紀念中學 般中高混Ｔ-➊ 田園調布学園大学

14 14:15～14:30 国領フェニックス 小ＷＴ-① 国領サンダー 国領破壊神 小ＷＴ-② ＮＤＣ戦桃丸 ウエストセブン 般中高混Ｔ-➋ 香港代表隊ＨＫＤＡ

15 14:30～14:45 麹町ファイアーズ 小ＷＴ-③ 番町小　海 番町小　空 小ＷＴ-④ 柏野アクセルアローズ Ｂａｔｔｅｒｙ 一般Ｔ-① つっちＢＥＥ！！

16 14:45～15:00 三日ハリケーン 小ＶＴ-➊ ＮＤＣそげキング サンダース 小ＶＴ-➋ Ｍ．Ｄ．Ｃ ＮＤＣベックマン 一般Ｔ-② Ｍ．Ｄ．Ｃ

17 15:00～15:15 尾久西ビィクティニーズ 小ＶＴ-➌ 大乱闘中 ウエストシックス 小ＶＴ-➍ 大乱闘中Ⅱ 香港 黃棣珊紀念中學 般中高混Ｔ-➌ ウエストセブン

18 15:15～15:30 国領フェニックス 小ＷＴ-⑤ 国領破壊神 番町小　海 小ＷＴ-⑥ 番町小　空 東京選抜チーム 中高Ｔ-① ｔｅａ

19 15:30～15:45 三日ハリケーン 小ＶＴ-➎ サンダース 大乱闘中 小ＶＴ-➏ ウエストシックス Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ａ 中高Ｔ-② Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ｂ

20 15:45～16:00 国領破壊神 小ＷＴ-⑦ 番町小　海 国領フェニックス 小ＷＴ-⑧ 番町小　空 田園調布学園大学 般中高混Ｔ-➍ 香港代表隊ＨＫＤＡ

21 16:00～16:15 つっちＢＥＥ！！
一般Ｔ-③

（３決）
ＮＤＣベックマン ｔｅａ

中高Ｔ-③
（３決）

Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ｂ ウエストセブン 般中高混Ｔ-➎ Ｔ Ｔ Ｖ

22 16:15～16:30 三日ハリケーン
小ＶＴ-➐
（３決）

ウエストシックス Ｂａｔｔｅｒｙ
一般Ｔ-④
（決勝）

Ｍ．Ｄ．Ｃ

23 16:30～16:45 東京選抜チーム
中高Ｔ-④
（決勝）

Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｔａｉｐｅｉ　Ａ

24 16:45～17:00 サンダース
小ＶＴ-➑
（決勝）

大乱闘中

17:05～17:25

中域ディスクドッヂ首都圏東部大会　タイムスケジュール表　

表　彰　・　閉　会　式

第1コート（本部左） 第3コート（本部右）第2コート（センター）

ドッヂディスタンス記録会　（選抜登録選手／日本の各チーム１名）
エキシビション　＜台湾／香港　各チーム２名　日本記録を上回った場合、大会表彰＞

大　武　道　場

13:30～13:45

13:45～14:00

14:00～14:15

10:10　～　10:15　試合準備
試
合
番
号

Time

【８：３０以前の入場不可】　　　　　　　８：３０ ➡ ｽﾀｯﾌ入場　　　　９：００ ➡ 開場／チーム受付開始　　　　９：３５～１０：１０　開　会　式（記念撮影）


